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第３回伊賀市総合計画審議会 議事録 

 

開催日時 平成 29年 10月 2日（月）13:30～16：35 

開催場所 伊賀市役所２階 第１委員会室 

出席委員  乾  光哉（【１号委員】社会福祉法人伊賀市社会福祉協議会） 

森川 孝子（【１号委員】教育行政評価委員会） 

 松山 隆治（【１号委員】伊賀市農業委員会） 

 宮崎 慶一（【１号委員】一般社団法人伊賀上野観光協会） 

 中島 嘉子（【５号委員】   －    ） 

 中林 有美（【５号委員】   －    ） 

  

議事日程 １ あいさつ 

２ 外部評価 

 （a）13 時 35 分～14 時 05 分 1-2-1 福祉総合相談（健康福祉部） 

 （b）14 時 05 分～14 時 35 分 3-5-1 雇用・企業（産業振興部） 

 （c）14 時 35 分～15 時 05 分 5-3-1 学校教育（教育委員会） 

 （d）15 時 05 分～15 時 35 分 7-2-1 財政運営（財政部） 

 （e）15 時 35 分～15 時 45 分 休憩 

３ 外部評価グループ協議 

15 時 45 分～16 時 30 分 「施策評価に対する評価」の決定 

議事概要  開会 

（事務局） 

中嶋委員さんが少し遅れるという電話連絡が入っておりますが、定刻になりましたので、

これより、伊賀市総合計画審議会Ｂグループによる外部評価をはじめさせていただきたい

と思います。 

 最初に総務部長の藤岡よりご挨拶をさせていただきます。 

１ あいさつ 

（総務部長） 

  皆さんこんにちは。大変お忙しい中、外部評価ということでお集まりいただきまして、

誠にありがとうございます。ご承知をいただいておりますように、総合計画の第２次再

生計画が平成２９年度から３２年度までの４年間ということで、４７の施策でまとめま

した。今、事業を展開するということでございまして、その中でそれぞれの総合計画の

審議会の委員さん方が、ふたつのグループに分かれていただきまして、４つずつ合計８

つの、４７のうち８つの施策を本日と５日ですか、外部評価をしていただく訳でござい

ます。４７の施策は、まずそれぞれに基本事業というのがありまして、それをそれぞれ

の課長が評価をします。課長が評価をしたものをまとめて、数点の基本事業をまとめた

ものが施策となるのですが、その施策を部長が評価をいたします。その評価がきちんと
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行われているかということを、外部の目線でいわゆる市民目線に立っていただいて、委

員さん方から公平で、透明性のある市政を確保していくということから評価をいただき

たいと思っているところでございますので、事前にいくつかの質問もいただいておりま

すので、その質問も含めてですね、今日は担当部から順次説明させていただきますので、

よろしくお願いいたしまして冒頭での挨拶とさせていただきます。 

（事務局） 

  本日使用します資料につきましては、主に行政経営評価書となります。委員さんのみ

なさんから事前にいただいております質問につきましては、本日までに回答させていた

だいたもの以外は、今日、口頭、または書面で回答させていただきます。 

  そしてこの外部評価で、行政が行った評価がしっかりできているのか、というチェッ

クをしていただくことになりますので、よろしくお願いいたします。本日の日程ですが、

健康福祉部、産業振興部、教育委員会、財務部の順で、質問等のヒアリングを行っても

らいます。各部局とも、時間が限られておりまして、３０分間となっております。また

休憩をはさんで、施策に対する評価を行っていただきます。それでは、以降の進行をグ

ループリーダーである宮崎委員さんにお任せしますので、よろしくお願いいたします。 

（副会長） 

  藤岡部長さんの方からご説明もありましたように、なかなか我々日頃の行動として、

政策とか施策とか、どういうのが施策となかなか頭には入っていないと思うんですよ。

今日、時間も限られていますので、皆さんご協力よろしくお願いします。今回１０分休

憩ということで、２つぐらい終わってから１回休憩を取らしてもらって、後半に望みた

いと思っています。それでは、施策の１－２－１福祉総合相談についてご説明を受けた

いと思います。 

３ 議事 

（１）について 

（健康福祉部長） 

  皆さんこんにちは。健康福祉部の部長の稲森と申します。今日は私どもの次長の田中、

相談調整課の南です。地域包括支援センターの横尾でございます。生活支援課の清水と

申します。そうしましたら、時間も限られていますので早速説明させていただきます。 

  私どもの内容でございますけども、２６、２７ページで１－２－１福祉総合相談とい

うところが出てこようかと思います。いきなり、ここへ入らせていただくというのも、

結構、何の話かわからないのではないかと思います。 

  前段ちょっとお時間頂戴して、ここへ到るまでの、行政施策の根本的な部分を説明さ

せていただきたいと思います。２０２５年問題というのを聞いていただいたことがある

のかなと思います。簡単に申し上げると、段階の世代の方が２０２５年に後期高齢者７

５歳に達することによりまして介護、医療等、いわゆる社会保障費の急増が懸念される

問題でございます。こんなことでございます。そのために、今厚生労働省の地域共生社

会を提唱しています。これはですね、政府の戦略策の縦割りであったり、これを越えて
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地域の住民の方が地域の多様な主体が、参画して世代や分野を超えてまるごと繋がるこ

とで、ひとりひとりの生きがいを地域とともに作っていく社会でございます。こんな理

念でございます。ここに到ります背景といいますのが、いわゆる福祉の縦割りと支援体、

例えば介護、ケア、あるいは、障がいをお持ちの方と、介護を抱えている方、そういう

のはいままでは別々にやってきたわけなのですが、そういう実態としては、そういう方

がお見えになるのが一つ。それから、いわゆる社会的な制度の狭間という部分があった。

そういう面がございますんで、いわゆるつながりという状況があるということが背景に

あるということでございます。そんなことで、そういったことを無くしていくための地

域共生社会なんですけども、一つには、高齢者であったり、障がい者の方であったり、

世代、背景の異なるすべての人々の生活の本拠地であるというような考え方。基盤とし

てそこを育む。誰もが尊重され、自分らしい生活を続けられる社会を実現する。こんな

話でございます。もう一方の側面といたしましては、これまで職場といいますか、そう

いうところで生活していたのが、だんだん地域で生活する時間が長くなっていますとい

うような話です。高齢化というので話におおもとになった話で長くなっている。こんな

ことでございます。こういう背景を踏まえまして、やはり、地域で暮らしていく、地域

をよくしていくということに基づいて、行っていかなくてはならない。こんな話でござ

います。地域行政サービスの実現ということのために、地域医療構想という、これまた、

違う議論なのですが、その代わりに地域包括ケアシテム、これが一番下のほうにあって

総合計画の方の説明に出てくるのですけども、いわゆる７５歳以上になる人が、重要な

住みなれた地域で自分らしい暮らしを人生最後まで続ける、それができるように、住ま

い、医療、介護、それから生活支援、そういうものが一体的に提供されるしくみ、そう

いうものを考えていただいたらいいかな。その取り組みの一つの中に、福祉総合相談と

いうのがちょっと大分長くなりましたけれども、要するに地域を住みよくするためのシ

ステムを作りだして、その中の一つが、福祉総合相談こんな風にととらえていただいた

らいいかなと思います。宮崎委員からのご質問もいただいた分ですけども、総合相談に

ついては、総合計画の中で市民の役割と書かせていただいております。ご質問いただい

た内容ですけども資料１５０、相談として迅速に対応すべく展開してもらっていますが、

相談として来る前に困っている人に相談にのることはできないのか、そういう役割この

大切な役割と、市の支援体制は何か？こんなご質問いただいております。いわゆる互助

の部分かなと思うんですけども、具体的に何か、やはり啓発であったり、そのためにい

わゆる総合相談体制というものを確立させていただいております。 

（副会長） 

  すいません。その時にナンバーを言うてもらえます。 

（健康福祉部長） 

  ２６です。ご質問のところに詳しく書いていただいてあるのですが、この答えをすべ

ていうつもりはないのですが、市と社協さんの役割、いわゆる地域福祉コーディネータ

ーというものを社協さんに出していただいております。それがいわゆる支援体制という
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形になるのかなと思わしていただいています。地域福祉コーディネーターの財源は市で

ございますので、市は何をするのやということになりますと、そういう相談体制を作っ

て、コーディネーターを通じてというそういう流れになると思います。この相談の話し

ですけども、今申し上げことについては、ずいぶん前から取り組んできております。平

成２６年度から新しい相談体制を作りまして、地域包括支援センターというものを市内

に３箇所設けた。これはもうご案内のとおりでして、そこが、相談などの窓口やってお

ります。実績でございますが、２６年度は４，９７１件、２７年度は６，４０１件、２

８年度は６，２７７件ということです。少し下がってそれは２７ページにございます。

地域福祉センターには、専門家が沢山おりまして専門性を活かして迅速な対応をいたし

ております。そんなところでございます。それから２つ目の取り組みでございますが、

福祉相談調整課の中に調整タンクというものを造りました。複合的な課題先ほど申し上

げた仕事に対して、迅速な対応をするということをやっております。内容につきまして

は、持っていただいております成果報告書の１８５ページですかね。そこに成果報告の

中に相談支援体制の件数など全部あげさせていただいております。ご覧いただいたらと

思います。相談体制を作りまして４年目になりますので、少し体制やしくみを検証して

いきたいと考えております。そんなふうに考えているところです。ずいぶん長くなりま

したが説明を終わらせていただきます。 

（副会長） 

  説明が終わりましたので、委員さんの方から、事前に聞かせていただいてありまして、

これまでの再質問とか、それから新たな質問とか、質問される場合に番号をおっしゃっ

ていただいて、それから、本当に繰り替えしで申し訳ないのですが、今日、我々の仕事

というのは、透明性や公平性の評価それが一点と、それの総括繰り返し時間がございま

したら、個別的な要望等がございましたら特にこの問題、委員さんいろいろとだしてい

ただけますか 

（委 員） 

  私の質問のところよろしいですか。私もこの総合相談のところに、社会福祉協議会で

大きく関わっているので、質問の内容自体もそれに基づくものです。今回、国の方が示

している伸張性社会の創造というような中で、その相談体制のところをうたっていると

ころが、私の質問の中書かせてもらったように、市町村における総合的な相談支援体制

づくりという部分と、住民サイドの住民が主体的に地域課題を把握して解決を試みる体

制つくり、この２つが相談体制の中では基本の重点の部分になっていて、このことにつ

いては伊賀市、どちらかというとその国の背策にしたがったモデル的な動きをしている

ので、何ら問題はないのかというふうに思うのですが、その中で実際そういう方向です

すめる中で、特に現在のところ、その市町村においての総合相談の体制の中で、こちら

にも地域ケア会議の運営というふうな部分書いていただいてあるのですが、そこを積極

的にやっている中で、個人情報の保護の問題が問題になってきている部分があって、個

人の情報を地域住民を交えて、どのように共有をしてそれに対して支援していくか、そ
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の問題が結構ネックになったことがあって、もう一方地域において考えるしくみを作る

際に、個人情報をどのように表示するか問題になってきて、国の方でもその法的な対応

を含めてどういう形をとっていいか、非常に全国的な問題になっているので、伊賀市と

しても、この問題個人情報をどうふうにするかという問題がないと、なかなか地域で個

人をささえるところができてこないか、その辺の対応を早急に考えていかないと、いく

らこう体制がよくても、とどのつまりの情報の部分の共有ができないと、なかなか、互

いに支えあうということがなかなかできにくくなるので、その辺伊賀市だけの問題では

ない国全体がこういう問題にどうしようか、その辺の方向性を持っていく必要があると、

それが、災害時の避難行動の支援情報共有にも繋がってくると思うので、市として個人

情報の保護も大事なのですが、それをどう地域と共有していくかというところも何かガ

イドライン的なものを示していただかないと、その個人情報の壁によって支援できない

とかいうふうなところ、その辺のところを前倒ししていただければいいな。 

（副会長） 

今回、個人情報の扱い方に対するチェックと効果はどうですか。事業に対して。そう

いう面から。 

（健康福祉部長） 

この中ででは一切記載しておりません。というますのは、結論がその結論に基づいて、

これから先のことでいわゆる、私どもは全部同意書というのをいただいて、そういうも

のを本来ここで使いますよ、こういう方に提供しますよ。そういう、同意書をいただい

て進めているという状況です。往々にしておっしゃっていただいているのは、そういう

同意をされてない方の中に、支援をしていかなくてはならない人がいる。こうことの話

ですから、やり方としてはその輪を広げていく。それからここに、大変難しいことを書

いているのですが、２０番の下の方に１００条１項とか書いていてあります。これを弾

力的に解釈して、本人の利益になることだ、そういうやり方というのはあると思います。

ただ多分裁判か何かで負けているのですよね。あまり弾力的にできないのですが、どこ

までが許されるところか、そこまでいかないというところがあると思います。基本では、

ほっといてくれ、そういうことをいう方がおられます。その方が次どうするか？訴訟に

なる。そういう話になる、その辺をやはり地域の方でそんなことを言わんとという中で、

どんなふうにしていくべきか、まずそれが大事です。おっしゃっていただいているガイ

ドライン、数字にあがっているのならそういうふうにシフトしていただければ、ありが

たい。例えば緊急のあるいわ本人さんの、もっとここまで言えということを広げていた

だければいいんですけど。いかんせん、省庁が違いますのでこういう事をやっているの

は、文部省であり厚労省というところはそういうところではない。そういう話もござい

ますので、なかなかここは少し難しいところがあるのかな。ただ何度も申し上げますが、

こういうところですね、例えば、こういうときはいってもいいですよ。ということを、

言えという話を書面でなくても口頭であっても同意権もいいですよ、そういうしくみを

作っていく必要があると思いますし、いわゆる使い勝手がいいというのをどうするか、
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そこを少しどうするか。設定があってもいいですしやっぱり一番の入り口はほっといて

くれ。本当にそうですか、そういうところへどうやって入っていくか。入っていって広

げていく。それをやはり地区の委員さんでお願いしたい。私はそう思っています。そん

な答えでよろしいですか？ 

（委 員） 

  私、わからなくて難しくて大変なのです。わからないまま聞かせてもらうのですが、

平たく、やさしくしか言えませんので。専門的にわからない。ここのところに、さまざ

まな困りごとをすべて解決することができていて、とても大事な施策というか一番大事

やと思うのですが、ここの一番下の方にこの施策がとても重要度が高い。そうと思いま

す。高齢者の相談より、健常者にどうかしたと書いてくれてありますが、そこのところ

が、わからへんし、下の方の終わりの２行のところで、今説明していただいたと思うの

ですが、重要度がとっても高いのに参画度が低い。これは、病院は総合的な相談窓口を

増設したことの PR が不足しているためであると考えられる。これは大変ですわ。参画

度が低いのですから。どんねんしたらいいかお考えですか？ 

（健康福祉部長） 

  やはり最初の話から申し上げますと、重要度は、１０．２％で１９番目です。４７あ

るうちのね。参画度も２８．６でこれ２０番目でございます。低いです。ですけども困

っている方からすると、対象からすると、２０番というのはそんなにまだまだ高くても

いいのかなというふうに思っていますので、どうやってこれ周知していくのかという話

ですけども、ご質問をいただいた時にはそんな話もさせていただいておりますし、私ど

もの窓口だけではなくて、やはり社協さんにも地域福祉コーディネーターというのをお

願いしているので、そんな中で、もし本当に取り組みに困っている人がいれば、こんな

窓口もありますよ、ちゃんとつなげていでいただくこともできますし、それから民生委

員さん、なんというかつなぎ役という仕事は受けていただいていると思っております、

そこをわかってはいただいているのですけども、なかなかその方が困っているというこ

とが聞こえてこないということもあるかも知れません。なんとかして、うまくつかんで

いく方法があったらというふうに思っておりますけども、経験としてなかなか民生委員

さんにお願いしていくのも難しいと思っておりますので。あとは、本当に地域ぐるみで

学習していくということが必要かなと思っております。あとは、私どもはよく言われる

のは、待っているだけやないかとよく言われるのですが、行政の方でというところは難

しいかもしれないので。いわゆる人の沢山いるところであったり、あるいは、行政の窓

口であったり、国民健康保険に相談にきたり、そういう話をするそういうところに案内

するそんなことで広げていくしかないのかなと思っています。 

（健康福祉部次長） 

  補足ですいません。健康福祉部の次長の田中ともうします。今おっしゃっていただい

た市民参画度が部長も申されましたように、市民参画度というのは、このアンケートの

中で地域で困っている人がいたら、区長さんとか民生委員さんにそういうことを話して
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いただけますか、そう思いますかというふうな問いかけからこの参画度というのは指標

にしてあるのです。皆さん、地域で地域福祉ネットワーク会議というのを聞いていただ

いたことございますか。今までなかったのですが、地域の方で困っている方がいる、い

ろいろなこの課題があるというのを地域の皆さんがまず集まっていただいて、こういう

ことがあるやんか、自分らでできることないやろか、地域の方でまず解決方法考えてい

ただいて、すべて地域の方にまる投げしているやって下さいというのと違って、その中

でできないことがあったら、こういろんなところに市役所もその一つですし、社協さん

もそうやし、つなげていく、そういったしくみを社協さんの地域福祉コーディネーター

さんが中心になってつくっていただいているんですわ。参画度というのは自分で気にな

る人とか見つけたら、誰かにつないでいただくお話ししていただく、昔は、そんなんあ

ったと思うのですが、人と人との繋がりがね薄れてきているというのもあって。そうい

うことでございます。 

（副会長） 

  いかがですか。ちょうどご質問をいただいたのが、２８番かかせていただいたのです

が。はい、どうぞ。 

（委 員） 

あの、今言ったネットワークコーディネートですか、今８月でしたか、私どもの方で

見守りネットワークですかそれ進めていますけど、昨日、地元で寄り合いがあったんや

けども、まだまだ意識というかね、参加した方がいいよという意識が少ないように思い

ましてん。だからその分、民生児童委員さんに負担がかかっているというかね、それを

助ける方をもっと作っていくというか、区長さんなりに進めていただいて、やっていっ

たらいいな、昨日ちょっと表見てみたらね、私ら地元でも案外ね、助けたろうと助けた

る私達が６０を過ぎているけどね、そんなあれがあるのでね、もうちょっとそういうや

つの宣伝というたらいいか、ええんか悪いんかわからんけど、こんなんありますよとい

うやつで、広報していったらええと思いましたわ。田舎のことやからね、ほんまに、そ

れ登録してなかっても、助けるのは助けるはずなんですけどもね。だけど、町、上野の

市内あたりほんまに難しいと思います。個人情報。田舎のことやからね。皆、誰がどこ

のあれや、ほとんどわかっているからね。それでも、今、昔と比べてなかなか入ってい

けないというところありますけどね。だから、そういう発端の人は、ネッワークという

か、見守りネットワークですかそういう事についても、もっと宣伝していただいて取り

組んでいただいて、ちょっとでも民生児童委員さんを助けるというか、そういうような

格好を各地域でもつような形をとっていただければなと思います。 

（委 員） 

地域で活躍というか、一番地域で生活していくのは一番大事なことやと思う。民生児

童委員さんがいろいろ動いてくれているのはわかります。民生児童委員さん負担が大き

くかかり過ぎやと思うんです。かわいそうに。 

（委 員） 
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その分助けたらんと。 

（健康福祉部長） 

冒頭申し上げたようにね、やっぱり自分達の問題やと捕らえていただくということが

大事やと思いますので。今おっしゃっていただいた啓発というのしていく必要があるの

ではないか。社協さんの方にも見守り支援要請しています。本当に接触あるなしに関わ

らずやっぱり隣の方と、近所の方がどういう状況とかいう話をしていうの、もっとやっ

ぱり皆さんつかんでいただいて、そういう取り組みについては、なかなか総合相談と、

特相、そういう部分に関しては、また別の、私ども８つぐらい下でありまして、この中

にも出てくると思っておりますので。 

（副会長） 

まだまだ、今のようなお話あるかもしれませんけど、今、ちょうどお話の中で、評価

の視点ある程度理解できたと思いますので、ここで１－２終わらせていただきます。 

（健康福祉部長） 

ありがとうございます。 

 

 

 

（事務局） 

つづきまして産業振興部にですが、今日、産業振興部長、次長ですが上京しているの

で、出席してもらえないのですが、課長がしっかり答弁していただけると思いますので、

ご理解よろしくお願いします。 

  それでは、事前質問で少し差し替えをさせていただきたいのがありますので、今コピ

ーをさせてもらいますので、お待ちいただきたいと思います。大事なやつです。 

（副会長） 

  ３－５－１に関して、ちょっとお待ちください。 

（委 員） 

経営報告書は、６２，６３ 

（商工労働課長） 

  先程、司会の方から説明があったんですが、本日、産業振興部長の尾登、次長の東が

出張等で欠席させていただいておりまして、雇用欄の数量にかかわる部分でありまして

ので、商工労働課の城北と申しますが、私と古川の方で説明の方させていただきたと思

いますので、どうぞよろしくお願いします。資料の方、今しばらくお待ちください。 

（副会長） 

  みなさん今日の段取りを説明させていただきます。今用意したこの評価表、一番下、

別出しで、その他この上４の項目があって今日はここまでで、これが終わってから、皆

さんと打ち合わせして文書の方ですがもうお持ち帰りいただいて、書いていただいて、

また、発送なりしてもらうそんな段取りを考えています。 
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（事務局） 

  ただいま、差し替えをお願いしました。今配らせていただいている事前質問この２と

いう。２１番の左に２０、２１と番号を振らしてもらってあるのですが、２１の回答の

ところの、一つ目、二つ目が抜けていましたので追加させていただきましたのでご了承

ください。そしたらよろしくお願いいたします。 

（商工労働課長） 

  失礼いたします。行政経営報告書の６２ページ、６３ページ、３－５の雇用の就業、

働く人の魅力にこたえる能力につきましてご説明の方させていただきたいと思います。

プラス３では、３につきましては、職業相談員の就業相談につきまして相談員や職探し

の方法や心構え等についてアドバイスをした時の、職業を紹介した時の就労に関する、

さまざまな相談として働く人の魅力に答えるよう支援しております。主には、隣保館で

ございましたり、各支所を巡回してまわっていただいております。２９８回ぐらい、一

日に２箇所ぐらい、その人にまわっていただいているのですが、実際の相談件数は、２

８年度で４４件２７年度につきましては１８件ということでございまして、やっぱりそ

ういった相談は増えて来ているのかなということでございます。それから目標達成のた

めの、前々年度からの主な取り組みというところでございますが、高齢者、若者の職業

相談、就労ということでどうしたかという部分でございますが、高齢者職業相談ではシ

ルバー人材センターの事業策定の支援を通じまして高齢者の就労の支援をさせていただ

きました。また若者につきましては、伊賀若者、通称若サポですかね、連携しながら当

課につきましては、臨床心理士さんのカウンセリングにかかる経費というものを、臨床

心理士さんの方も持たせていただいております。それから、２つ目の障がい者、女性の

就労支援ということで、障がい者の雇用促進を企業に働きかけるとともに、ハローワー

クの就職面接会や就職情報の提供を行いました。女性が働くことができる企業での職場

環境造りに取り組むということも必要であるということで、させていただいてございま

して、人権啓発、企業訪問ということで、平成２６年度には、伊賀市の方といたしまし

ては、全庁体制で主に主査以上の職員が人権啓発も兼ねまして、企業の方に訪問させて

いただいております。平成２７年度は２８６社訪問させていただきまして、平成２８年

度は２９０社、文書回答につきましては９０社ぐらいお願いします。また、今年度も同

様のことで進めたいというふうに考えております。それから、人権啓発の企業訪問です

が、伊賀市人権学習企業等連絡会ということで、これ平成２７年１１月１３日に設立い

ただいておりまして、今現在８６社の企業さんが会員になっていただいております。こ

ちらの方も積極的に啓発の方させていただいているところでございます。それから人材

育成等の促進という中では、正規雇用の労働者の将来のキャリアアップ等推進していく

ために、定期雇用への連帯、人材育成、処遇改善などへの取り組みによりまして、市の

助成金制度の周知等をさせていただくのと、地元での就職というのをやっぱりつなげて

いきたいということでは、合同就職セミナーの方も開催させていただいております。昨

年は４月と９月に合同就職セミナーを実施させていただきまして、２回で８５社１４０
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名の方にご参加賜りました。そのうち１２月ごろに内定どおり許可ということで、それ

もさせていただいておりまして、内定の方は１８名ということでご報告頂戴しておりま

す。ちなみに今年度は４月と７月に実施させていただきまして、１０５社１３４人の方

にご参加いただいております。企業数が大変増えてきているということは、企業さんに

取っても確保が苦しいという状況ということが見てとれるのかなという状況でございま

す。それから目標達成の状況と分析の中で、有効求人倍率をあげさせていただいてござ

いまして、平成２９年度７月現在、伊賀で１．３４、三重県で１．６５、全国的には、

１．５２というような状況でございます。そして、伊賀地域で一番悪かったのは、やは

りリーマンショックの後で平成２１年度０．３１でございまして、これは、２１年度の

平均でございまして、一番低いのが平成２１年６月で悪いのは０．２３非常に低い数字

が出ております。そして現在は先程申し上げましたように、平成２９年７月で１．３４

でございまして、リーマンショック以前平成１８年１９年度当時は１．１４でございま

すので、リーマンショック以前よりよい状況で、有効求人倍率の方はなっているような

状況でございます。次のページの方へ移らせていただきまして、成果指標の住民アンケ

ートの中で、市単事業でございますが市民の方々の満足度が９．４％重要度が１６．４％

低いということで、要因としまして労働市場のミスマッチ、非正規雇用の増加傾向がこ

のような分析に出ているのですが、実際先程申し上げましたように、有効求人倍率が１．

３４ということですが、正社員の有効求人倍率の６月の数値ですが０．９２で、まだ１

を超えていないというような状況がございます。それから課題今年度の取り組み等でご

ざいますが、やはり、課題につきまして取り組み見直しに対する改善案ということの中

で、一人でも多くの方が就労できるようシルバー人材センター、社協さん、ハローワー

ク等と連携を取りながら、推進していく必要があろうかと考えています。あと、今後も

関係機関、団体と連携しながら周知提案など行いながら、就業、雇用の拡大をはかって

いく。それから人材育成の観点では、合同就職セミナーなどでのこれまでのチラシ配布

の周知に加えまして、就職活動支援サイトを活用した就職支援でございましたり、また

三重県がですね、締結されている県の友愛パーク、就職促進を図るための相互協定とい

うの、現在把握しているのが８大学近畿圏５大学、中部圏３大学ございまして、計８大

学ほどあるのですが、こういうところには独自で私どもお願いしてですね、積極的にＰ

Ｒしてくださいということを言わせていただいております。それから、今年の２月議会

かで議員さんの方からご指摘があったのですが、地元企業の周知を図っていく上で、新

成人が集う成人式開催時に企業ガイドブックを配布するということで、新成人の方です

ので２０才ということになりますが、実際四年生の大学にいかれている方２年後になり

ますし、短大に行かれている方即就職となるのですが、やっぱり家にいらっしゃる家族

の方に、伊賀にこういう企業ありますよねということを知っていただくということが大

切ということが、最近すごく認識しておりまして、と申しますのも先程申し上げました

とおり、今年、４月、７月で合同就職セミナーを開催させていただいたのですが、どう

いったところから、この合同就職セミナーのことご存知になられたのでしょうか、とい
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う中で一番多かったのが、ご家族の方から配布されているチラシをたくされて、これ行

ったらどうかなとかいう、今、有効求人倍率非常に高いということ申し上げたんですが、

全国的には、１．５２という数値なんで、都会の方では仕事は一杯あるのですが、やは

り帰ってきていただきたいという、こちらの方にお住まいの方々からの情報提供が非常

に多かったということもございますので、やっぱり、企業ガイドブックというのも、し

っかりと来るべき時期に配布していきたいなということで進めてきたところございま

す。そして就職活動支援サイトということで書かせていただいたのですが、今年、実際

に使わせていただいたのですが、後発的な就職サイトでございまして、よく皆さん耳に

されるリクナビとか、マイナビとかいうやつではなくて、ダイヤモンド就活サイトとい

うことで、結構後から出て来たナビサイトでございまして、あまりご活用がなかったと

実際大手のところに統一していこうとするとかなり経費がかかるということを、今、次

年度に向けて反省を踏まえていろいろやっているのですが、結構高いようなところが認

識としてございます。ただ今就職活動をされている学生さんとかは、何みるかといいま

すと、就職サイトをまず見て、そこに企業があるか、ないか、三重県伊賀市で企業を見

た時に、伊賀市で登録している企業がなければですね、伊賀って企業がないのかな、そ

ういうふうなお話になりますので、なんとかこうその子たちに伊賀に企業ありますよと

いう少しＰＲができないのかな、そういった使い方ができないのかなと考えています。

それからもう一点、これに関しまして、今年も就職説明会の中でご家庭の保護者の方も

来ていただいて結構です、ということでさせていただいたのですが、なかなか学生さん

に混じって一緒に面接受ける、例えば、なかなか受けにくいであろうということも、見

て取れましたので、もし来年お父さん、皆さんが来ていただけるのであればそういう保

護者の方向けのブースも設けて、気軽にご相談できて情報が伝わるような、そういうや

り方でいうのも考えたいなということで、伊賀市、名張市、上野商工会議所、名張商工

会議所、それから伊賀商工会さんとの打ち合わせを７月以降、事務局で開催させていた

だきたいなということで、いろいろ取り組みということも考えていきたいなということ

も考えさせていただいております。 

  それからもう一点、最後に資料が間に合いませんでしたので、口頭でお答えさせてい

ただく点が１点ございます。質問内容につきましては、基本事業の人材育成の促進にお

いて正規雇用の企業内のキャリアアップについて、企業向けの助成金等の周知広報をし

て以来、近年の実績はどうか、 

（何番ですか）、 

  ３の５  

２９番です。 

  ちょっと口頭になりますが申し訳ございません。周知ということでご説明させていた

だきますと、広報伊賀市におきましては、労働保険医とかの更新の方年度更新につきま

しては、広報で年に１回６月１日号でさせていただいております。また中小企業の退職

金制度とかにつきましては、７月、８月にさせていただきます。労働保険適用、促進強
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化月間につきましては１０月号、三重県最低賃金につきましては、今回最低賃金が変わ

りましたが１１月１日号、それからホームページ等につきましては、ハラスメント対応

相談窓口の調べでありましたり、これは２８年９月改正育児介護休業法の説明会につき

ましては、２８年９月三重県最低賃金につきましては、先程申し上げましたが、毎年こ

の時期、それから１０月は年次休暇取得促進期間ということで、これも９月にさせてい

ただいております。また、行政チャンネルの方では、シルバー人材センターの高齢者の

雇用、就業支援するための国の講習会ということで、これは随時ながさせていただいて

いるところでございます。説明につきましては、以上のようなところでございます。 

  ３－５－１でございます。皆様から事前のご質問などいただいております。また他に

質問ございましたら出していただいたらと思います。今日新たに差し替えの部分で、シ

ルバー人材センターの、２１番のところで２つ説明が増えたということですね。 

 

  そうです。２１の方につきまして、打ち出す時に事業が多いと思います。 

（委 員） 

  すいません。予算は主にどの地方か、そんなんないですか。大阪地方とか、東北地方

とか重複するかもしれませんが。 

（商工労働課長） 

  ちょっと、個人的な見解になるかもわからないのですが、感覚的なお話になって恐縮

でございますが主に関西です。というのは関西圏に進学とかしている方は、割りに帰っ

て来やすかったり三重県内を含めて関西、中部圏のあたりはいいのですが、ちょっと関

東圏に行かれている方というのは、あまり、 

（委 員） 

帰ってきいひん 

（商工労働課長） 

進学する時に、例えばもうそういうのは思わへんのかなと。出席されている方を見て

いますと、主に、普段大学はどちらの方ですかと大学名をお聞かせていただくと、関西

圏が多ございます。その次は中部圏そして三重県です。三重県にある大学５大学ござい

ますが、三重県以外の大学といいますとやはり関西、大阪であったり、京都の方。 

（委 員） 

大阪も 

（商工労働課長） 

大阪、京都、その次中部。まあ名古屋圏。こうなると思うのですが、やはり、数字は

ガクット落ちる感じですね。実際その先程申し上げた内定された方が、全部どこかとい

うのは個人情報もありますので、ご出席賜っている人の現実的な部分をみさせていただ

いておりますと、やはり関西ですと日帰りで帰って来やすい。やはり帰って来やすい。

関西、大阪、京都というのは、多いように見受けられます。 

（委 員） 
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Ｕターンが一杯あったらいいなと思うんです。本当に。少ない。 

（商工労働課長） 

おっしゃっていただく通りでございます。実際企業さんが助成制度はどうなっていま

すか、奨励金とかお金の話が多かったのですが、最近は人は集まりますかということが、

第１次的に聞かれているというくらい人が集まりにくいというイメージを持っておられ

るようです。仕事はありますが、この生活指標まちづくりアンケートの分析の中にあり

ますように、労働市場のミスマッチというんですかね、学生さんたちは、働きたい仕事

がある、企業さんはこういう仕事をしてほしい、ここがうまく合致すれば１００点満点

なのかわからないですけども、そしてあともう一点が、本社がですね、伊賀地域の企業

さんは伊賀で採用していただけるのですが、ご存知のとおり、大きな会社が伊賀には沢

山ありますけども、大学生の採用となりますと本社採用なのですよ。例えば例を上げま

すと、旭ダイヤさんとか、東京本社になります。その人生の一期間において、伊賀とい

うところに就職して戻ってくる期間はあろうかと思うのですが、なかなかそこら辺の採

用が難しい。本社機能のある企業さん、まあ個人名をだしますが、安永さん、上野ガス

さんのグループであったり、中外さんとか、本社がこちらにあるので、こちらで採用い

ただけるのですけども、そういうところがこちらにも強く、いい会社があって、そうい

う構図の中にもいろいろな営業部署があると思うのですが、そういうところをうまくＰ

Ｒできたらな、現場を持っている者としては悩ましいところでございます。ただ、今委

員さんおっしゃってくれたとおりで、帰ってきていただかないと、少子高齢化という中

でどんどんそういう人達が、都会で飲み込まれて就職していって、都会の有効求人倍率

にいるというよりも、やはり地域に帰ってきていただいてというふうには思っています。 

（委 員） 

現実として、私達のまちは高齢化率すごいですけども、でも今回若い人のＵターン帰

ってきません。そこんところを市の方でいろいろ取り組んでいただいて、帰ってくるよ

うにしていただきたいな。家庭の問題もあるけど。 

（商工労働課長） 

私どもの地道な活動の話をさせていただきますと、三重県に関西事務所というのがあ

るんです。そういうところに定期的に訪問させていただいて、そこにも伊賀出身の方が

就職したいと相談にくるというんやったら、もう積極的にこうやってお答えして相談し

てさということも言わしていただいて、常にお邪魔したら伊賀市のガイドブックが目の

前に来るように置かしてもらったりとか、そういうこともさせていただいて、なんとか

こう伊賀と関西を結ぶこと、お互いに向こうも考えたいと、おっしゃってみえましたの

で、ちょっとこれもしていきたいな、というふうなことは考えています。少しでも、今

おっしゃっていただきましたように、都会へ出てる人達が帰ってきていただけるように、

大きな施策も当然あればいいんだと思うのですが、やはり、地道なこともしていかない

と繋がっていかないのかなというふうに考えています。それから、周知広報する中で、

伊賀市の方の取り組みの中で、定住自立圏という構想の中で、南山城さんと笠置町と結
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んでいますので、そういうところにも就職セミナーのチラシを撒けるようにお願いもし

ていますし、そういところの行政体にも伊賀市のことを聞かれたら、こういうパンフレ

ットありますよ、ちょっとお話していこうかなというふうに考えています。チラシ自体

は、南山城村さんであったり、笠置町さんの方にでも、今現在も用紙を配置せていただ

きたいなと考えています。 

（副会長） 

  伊賀の現状、象徴的なものなのですけども、当然帰ってきていただくどうしたらいい

かという中で、我々の要綱は、ここの部門一番働く原動力になるのかなと思います。２

９番に移らせていただきまして、２９番取り組みについて質問させていただいたのが、

私なんですが、再質問で持ってなかった。先程、口頭でご説明いただきまして、中々ね、

官と広報見落としがあるもので、情報というもの、キャッチして行動に移れないという

こと結構あると思うんです。それについての質問、中でご説明いただいたのが、説明会

等々最近よくやられているようですが、どうですか、前年、前々年、その数年の間で、

説明会の反応変化をどう分析していますか。 

（商工労働課長） 

  周知というのは、広報への掲載ぐらいで実際各企業さんを訪問させていただいて、 

いろんな制度をご説明させていただいてるのはここ２６年度から、全庁的にやってまし

てそちらの方のお話をさせていただきますと、やはり企業の社会貢献に対してすごく変

わってきているのかなという点がございますのと、あと働き方というのですかね、やっ

ぱりそこら辺について、去年来いろいろ声が変わってきていますので、うまいこと整理

をさせていただいているところだと思います。 

（委 員） 

 正規雇用の求人倍率がまだまだ低いということで、そこら辺のとこ質問させていただ

いたのですが、それに対して企業の反応等いろいろ日々持ち帰られているのでしょう？ 

（商工労働課長） 

 どうしても有効求人倍率が高いということ、先そちらの方の話をさせていただきます

と、有効求人倍率が高いということは行政であったり、雇用とかの面から見ると有効求

人倍率が上がったなと観点から見るのですが、企業さんの目線から見ると２つの仕事が

できてしまうと。ようは、選ばれてしまう、有効求人倍率が低いと結構みんな来てくれ

るんで企業も選択しやすいとこういうこともあるのですが、やっぱり有効求人倍率が高

くなると、そんな低いところへ行ってもとなるので、有効求人倍率が高いですといいな

がら今、委員おっしゃっていただいたように実際の正規社員、正社員の方は、有効求人

倍率が０．９２ということで１行ってないわけでございまして、そこら辺の低い現状も

あるので、そこら辺を雇用されたいと考えておられる方はどのように考えられておられ

るのですかね、ということは、また言わせていただきますし、実際、再三、うちに来て

いただく企業さんは、本当に正社員を取りたい何回やっても集つまらへん、どうしたら

ええやろと。就職センターとかご存知なかったりするので、そういうところへ参加して
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どんどんＰＲして下さい、とハローワークさんとかも面談していただいて、すごく条件

がいいということではないと思いますので、先ほど申し上げました合同就職セミナーは、

去年は２回で８５社、今年は１０５社で２０社増えたので、これ我々もこういう話をさ

せていただいているんで、その場で面接が一人２人とあれなんですけど、ＰＲする場と

して活用していただいているのかと考えておりますが、有効求人倍率が、正社員が１を

超えない会社がほしい人材と言いながら、正社員ではないということが、現状数字から

も実際見て取れるわけでございまして、そういう点はしっかりと考えていただきたいな

ということは申し上げています。帰ってきて就職するのであれば、正社員でと考えるの

は普通の考え方ですので、そういうことになっておりますので、有効求人倍率が高くな

っておりますが、正社員の有効求人倍率がまだ１を超えていないのは、そこら辺の考え

方どうですかということは言わせていただきます。 

（副会長） 

 ほかの委員さん、どうですか。はいどうぞ。 

（委 員） 

 ２１番のところで、公的資金投入の状況を聞かせていただいて、それなりの回答はい

ただいているんですが、経営報告書のところで、実際に具体的なお金はどれだけ使われ

ているのかというところで、２８年度の決算や２９年度の予算は高齢者、若年層の就労

相談事業に６千８百万円使われているだけで、障害者、女性の就労支援とか人材育成の

ところは、予算がついてないという形になっているのですが、これは、基本的にその施

策は、その一番上の６千８百万円のところで包括されているというふうに理解していい

んでしょうか。それとも今回書いてもらってあるように、若者サポートステーションな

んか国がやっていますし、障害者就労生活支援センターは三重県がやっていて、名張市

においてあるというところなので、市の予算としては投入されていないというのがあろ

うかと思うのですが。 

（商工労働課長） 

  今、委員さんおっしゃていただきましたように、一番上の６千８百万円、上の金額の

ところに入っておりまして、Ｕターン、Ｉターン、ＵＪＩターンの促進事業も、２８年

度決算ベースで２６万６千６６８円、これ予算の方にさせていただいておりますし、基

本は、周知広報ということでは予算をということではなく、いろんな我々のツールを使

ってということになっておりますが、あとシルバー人材センターさんにつきましては、

こちらの回答の中に書かせていただいているような金額を支出させていただいておりま

して、シルバー人材センターの方には、２８年度の決算ベースで１千２百８８万１千円

ということで予算の方についていますので、 

（委 員） 

  これは１千２百万円は、６千８百万円の中に入っている。 

（商工労働課長） 

  ええ、全部入っているんですわ。 
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（委 員） 

  ただ障害者のは入っていない。多分。直接のやつとか国のやつなんかは入っていない。

研修とかいうのも上野とか入っているという。 

（商工労働課長） 

  ですから臨床心理士、特にお医者さんと連携してやっている臨床心理学カウンセリン

グ経費はここに入ってございますし、実際の金額で申し上げますとそんなに高くないの

ですが４万９千５百円２８年度ベースで、実際１６．５時間でのべ１３人の方が受けて

いただいてるというような経費もこちらに入ってございます。 

（委 員） 

  そのまま見ると、ゼロベースのところは、今後の成果の方向も、継続というような感

じで、一瞬見たら何も予算これからもつけないよと思うんですけど、実際は上の中に入

っているという。 

（商工労働課長） 

  行革の方とも相談させていただいたのですが、ちょっと向こうにも入っているという

ことで説明してもらえませんかということで。そうでないと、この決算書というんです

かね、もう一つ、皆様のお手元に外部評価、参考資料で目標達成のための前年度の主な

取り組みという資料も配ってある。こちらの方の例えば３０８ページをご覧になってい

ただきますと、ＵＪＩターン促進事業負担金ということで、これが合同就職セミナーの

負担経費でございまして、先ほど申し上げました２８万６千６８８円という金額が、こ

ちらの方にあがっております。 

（委 員）  

  含まれるということで。 

（商工労働課長） 

  こういうことでご理解たまわりますか？ 

（副会長） 

他にないようですので修了させていただきます。  

  ありがとうございました。 

 

 

 

会長 

  それでは、学校教育５－３－１よろしくお願いします。 

（教育委員会事務局次長） 

  学校教育の方ですけども５－３－１では、子ども達のためにいじめ問題やとか、それ

からネットの中で、地域とともにいろんな活動にとりくんでいこうということで、学校

から外へ出て行くような格好に切り替えた。そんな中では、いじめ問題について考える

ということで、地域の方にもいじめ問題相談員さんということで選任をいただいて、ご
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協力をいただいたり、あるいは、それが起こった時にどういうふうに解決していけばい

いだろうと、学校の中だけではなく教育委員会、それから教育委員会のほかに関係機関

を合わせた中で、活動ができていくようにというしくみの組織づくりをして対応してき

たところです。また、学校の児童生徒の在校中に発生する災害とかありますけども、そ

れについては、学校の中だけで注意するのだけではなく、お互いに共有しながら事故を

未然に防ごうということで、取り組みなんかも始まっておりますし、また取り組みの中

では、子どもたちには、そういう方面も含めたことをいろいろとケアをしていこう。そ

れから、交通事故やとか不審者の被害というのが出てくることがありますので、そうい

ったことにも対応できるようにということで、登下校のサポート、これまた今年から違

う方向から見直しをしているのですが、サポートをしたりとか教育活動のサポートをす

るために、地域の方々にもお世話になって、学校の中の子どもたちの見守りをしていた

だいているということも行っております。環境の方面を少なくとも環境を整えて、落ち

着いて子どもたちが学習に望める環境を作っていく必要があるということで授業をさせ

ていただいております。また、不登校児への対応ということで、毎年不登校児が、今の

ところ出ておるんですけども、この子たちが一日でも早く学校にまた復帰できるように

ということで対応してきております。ふれあい学級というのを旧の友生小学校に作って、

そこへ行くようにというように、なかなか自分が通っている学校に行けない子には、そ

こへ行くようにというようなことで、指導させていただいたりとか、行けない子に対し

ては、いろんなカウンセラーの方にご相談をしたりして、学校に行けるような雰囲気づ

くりをするというような取り組みもしております。昨年度も、中学生７人おったのです

が、全員が高校進学できるできたという成果も上げておりますので、そういった取り組

みもさせていただいております。まだまだ不登校児沢山おりますけども、当然学校内で

の先ほどもいいましたように、人権も含めて子どもたちの見守りをしっかりと協議して

いただくということだけではなくて、教育委員会としても、その子たちが学校に来やす

い環境作りをしているというような取り組みも行っています。あと、郷土学習とかいう

形で子どもたちが、郷土のことを郷土を好きになるような活動も学校内で取り組んでい

ます。今年まだできあがっていないのですけども、郷土、地域で働いている方々とか、

郷土で自慢できるような歴史も含めて、地域の環境も含めて、いろんなことを子ども達

が学習できるように取り組んでいこうと思います。あとこの間からも議会でもいろいろ

ありましたけども、教育学力学習調査というのを実施しておりまして、これは全国では、

小学生が全国並ということですけども、中学生はやや低いという結果が出ました。本当

にわずかな部分なんですけども、子ども達の取り組み学習の中味を洗いなおす中でしっ

かりとそれに対応していただけるような子ども達に育ってもらいたいということで、こ

れは、学習だけではなくて、生活環境にも影響を及ぼすということがわかってきていま

すので、例えば家庭の学習時間どうやったら増やせるだろうかとか、あるいはスマート

ホンといいますか、携帯電話を使っているのが時間が長いというのが、伊賀の子ども達

の特徴だとわかってきましたので、その辺の対応をどうしていくんだいうようなことを、
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これから取り組んでいかならんな、そんな中で学習をする、生活習慣を変えていくため

に家庭も協力していただきながら進めていく方向をやっていかなくてはならない。それ

から教員の機動力、向上心、研修等も含めてやりたいなというふうに考えています。そ

れから特別支援の形で子ども達が、こられている方もおいでますけども、生徒のニーズ

にあったような形をできるように、そういう支援体制を確立していこうということでご

ざいます。生徒の正しい理解をしていただくために、巡回相談等も行いながらというこ

とでございます。あと貧困問題も今非常に問題になってきております。これについても

貧困問題で子どもたちが学校になかなか居ずらいというようなことにならないように対

応するとともにですね、いろんな形で子ども達問題を抱えています。今まではなかった

んですけど、スクールソシャルワーカーという方に協力をいただいて、子ども達と学校

をつなげるという取り組みを、昨年から取り組んできていますので、そういったところ

も成果がぼちぼち出かけているところでございます。そんな取り組みを学校ではさせて

いただきながら、教員の指導力も上げていこうというふうな取り組みもしております。

ただ、今、伊賀市で課題になってまいすのは、これは、ここには出てないと思うのです

が、若い教員が非常に多く増えてきております。中堅の教職員が少ないというのが伊賀

市の状況でございまして、その辺のところのかさ上げというか、指導力の向上を目指し

てしていかなくてはならないのかなというのが一つの課題になっております。子ども達

が気持ちよく学習できる環境作りを整備していかなくてはならないのかなというふうに

思っています。ざーとでございますけど５－３－１の内容にかかわることでございます。

また、詳しくはご質問をしていただいたらと思います。 

（副会長） 

  そうしたらいかがでしょうか。学校関係でいかがでしょうか？ 

（委 員） 

  外国人の教育について、一生懸命頑張ってくれていることはとってもうれしいと思い

ます。今度は３年生から。外国語の必須になりました。大変やと思います。小学校で英

語の免許持っている人が受けんならん。それで英語教育をしていかんならんということ

は、本当に大変なことやと思います。その英語教育は主に文法ではなくて、これですね

英会話。英会話しょうと思ったら本当にしゃべれなかったらできませんよ。そんな経験

あらへんし。大変やなあと思います。そこへ外国人ＡＬＴの予算が減りましたね。これ

はどういうことでしょうか。知らんわな。ぼやぼやしているさかい。減ったんですわ。

外国人の指導する人の予算が。この際に減らすということはなにごとですか？ゆうこと

を文部省へゆうていかなならん。そんなこと、ちょっというてください。 

（副会長） 

  ご質問の方は、ＡＬＴの予算が減ったということに対しての理由を問われているわけ

ですけども、ご説明の仕方として望みますのは、この経営モデルに出ておりますけど、

それに対して対複合教育との関連性を含めてご説明いただけたらと思います。 

（教育推進監） 
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  よろしいですか。学校教育、教育委員会、谷口です。いま、委員のいわれるように外

国人にとってもこれから大事になってきますし、今度は今、５、６年から英語活動をや

っていますが３、４年から英語活動に入る。それも１５時間、時間数を増やして３年か

ら入れていく。ということで小学校３年、４年、５年、６年まぜて、中学校へ行ったら

もう英語授業に強いということです。先生の研修については、今、県や国に勉強しに行

くものがいて、その者が中心になって、先生方に英語をひろげていくというような形で、

今後配置して、新学習指導要領にむけて時間数をふやす、それから先生方の研修をする

という形になってきていますので。ＡＬＴに頼るというよりは、先生方が勉強してもら

って英語をしていくと。ＡＬＴの方は割りとサブ的にですね授業を補っていただく。と

いう形に入っていくと、いうようになっています。大事で減らさんといて欲しいという

ことがあるんですが、そのことについては課長の方から話させていただきます。 

（学校教育課長） 

  勿論、小学校のＡＬＴについてはこれまで外部に業者委託していました。８百万から

９百万ぐらいかかっていました。それを３百万円足らずぐらいの市の直接雇用というこ

とで外国の方ではありません、日本でお住まいの一人は中学校、高等学校の免許を持っ

ていただいている海外留学もある方です。もうお一人は、この方も大阪大学を卒業され

てポルトガル語もしゃべれる、英語もしゃべれるという方が募集をかけてたら、たまた

ま、若い方にゆうていただいてその方に来てもらっています。お金、対費用効果という

面では、大変いい人材に今年めぐまれて、子ども達もよろこんで小学校の外国語活動に

ついては、結果オーライなんですけどもできております。ただ、子ども達からすると、

やはり外国の方じゃないということで、最初は少し抵抗があったと思いますしと思うん

ですけども、たのしくコミュニケーションを取るということがまず目的でありすので、

発音も聞かせていただいたり、面接もさせていただきましたけども、今年来ていただい

た方については、自分でゆうのもなんなんですけども、大変指導力のある方だと認識し

ております。あとあの９月から中学校のＡＬＴ、よく似たものも３人にしました。これ

も一人削りました。それによってそれまで１月期１０日～１１日ぐらいＡＬＴに来ても

らっていたのが、３日ほど削りまして８日間ぐらいに詰まっております。決してこれか

ら、英語教育に取り組んでいかなあきませんので、軽視しているわけではないですけど

も、この総合計画にも書かせていただいてありますように、生徒指導であるとか、特別

支援の課題が伊賀市では大変大きな課題になってきておりますので、そちらの教育支援

者、介助員さんですね、その方達をなんとか現状維持しようと思えば、なにか予算をで

すね、削らざるをえなくなったということと、予算のバランスの中で削らざるを得なく

なったということです。苦肉で削らざるを得なかった、先程、次長のいいました登下校

も同じです。以上です。 

（教育委員会事務局次長） 

  基本的にですね、まずその教室の中で、子ども達が落ち着いて学習ができる環境を整

えることが一番大事やということで、子ども達が学習に向き合える対応をまずできるよ
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うに、そこんとこを担保していかんといかんなということで、今取り組んでおります。

国の方へも教育無償化の関係でですね、教職員組合、ＰＴＡさんはじめ、いろいろとご

協力いただいておりまして、今回請願の中ですねそういった意味あいの請願も議会の方

でいただきまして、この秋、議会からも出させていただきますということで、私達だけ

でなく市民の声も届けていきながら、国からの支援もお願いするということで取り組み

もさせていただいております。 

（副会長） 

  いかがですか。はい、どうぞ。 

（委 員） 

  私も話、聞いていて本当に教育委員会って、子どもも、先生もあと保護者さんもみん

な大変なんだと思ったんですけども、子どもに対して、一番何を重点的に教育するとい

うことどうですか。 

（教育推進監） 

  学校ですよね。やっぱり子ども達が学力つけて、将来、自分が夢をかなえられるとか、

自立できるとか、取捨選択できるようについて教育をしていく。だからそのためには、

やっぱりそれぞれに学力をつけてもらう。学力というのは、学級の中で落ち着かなかっ

たらけんかばっかりしていたら学力着きませんから、やっぱり仲良くしながら、友達と

仲良くしたりして人間関係を学ぶ、そしてその素地があってそういうことにねらいがあ

ったり、学力が大事だ人権が大事だとか、いろいろこれ切り離せませんけど、やはり落

ち着いた中で、そして子どもたち一人ひとりが学力つけて、そして自立した生活を送ら

せていきたいというのが私たちの一番のねらいです。だから、学力をつけていくという、

テストもいろいろなこと言われていますけど、それが一つの指標になりますしその元に

人権があったり、そして自分のやる気があったりいうことは些細なこと。それは満足、

要は落ち着いて勉強する状況をつくる。学級が落ち着く状況をつくる。そして学力をつ

ける。それはもう学校だけでできるわけではなくて、家庭の勿論協力がないと成り立ち

ませんので、学力をつけるためには学校での勉強時間は限られていますので。家ですと、

例えばスマホやめて勉強、ちょっとなんとか勉強時間ふやしてさ。そういう生活を家に

求めないといけないのです。ただですね貧困とか言われている中で、生活精一杯やのに

子どものところまでいけないというのもあるので、いろいろな助成的な施策があるので、

家庭の支援も打っていきながら先生だけでやれないので、家庭にご協力をいただきたい

ということです。いかに家庭に手を打っていくかというのが、一番難しいというふうに

思っています。 

（委 員） 

  少子化によって学校が統合されています。空き学校が一杯出てきていると思うんです

が、今のところ、空いた学校の利用がどこらへんまで進んで、どれくらいいろんなこと

が計画されているかということがひとつ。それから統合された学校のことですけども、

新しくくっつくわけですが、トイレですがトイレのことが、とってもいろんなところで
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沢山要望とか希望とか出ていると思うのです。様式化だけではなくて音とかするので、

男の子からのイジメにつながるとか、トイレ行ったらな、そういういろんな要望が一杯

出てきているんです。まさに基本的人権の一番元になるのはトイレと違うのかというこ

と思うんです。だから、そのトイレについて新しい学校でどのよう計画して、どのよう

に進められているかということ聞かせください。 

（副会長） 

  申し訳ございません。今回は、我々が施策事業、施策に対してチェックしたこと評価

したことに対して、今回限らせていただいておりまして。また別の機会で。 

（委 員） 

  わかりました。また、あとで。 

（委 員） 

  私、１０番から１５番までの方に質問させていただいたんですけど、今回、学校教育

で知らなかった部分で、すごい活動していただいているのだということ知りました。特

に学校教育で、すごい地元密着であったり、それがしいては地域企業への、先ほどの雇

用就業の部分ではないですけど、地域企業への就職という形に繋がっていくのかなとい

うふうな形を感じています。もう一つ逆をいうなら、この１３番の質問の中で、なかな

かこう経済的に厳しい家庭に対して、こういった子どもたちには就業援助という形を行

っていただいていると、ただその保護者に対しての就業支援は、学校教育課さんではな

いということなんですけど、それはそうかなと思うんですけど、逆にこの私、同じ伊賀

市として、商工労働課さんと横のつながりでなにかをやるとかいう、そういうのは、今

は実施はされていないんでしょうか。 

（学校教育課長） 

  国の子どもの貧困対策推進法という法律についてご質問がありましたけども、教育の

支援、生活の支援、保護者に対する就労支援、経済的支援、四つの具体的なのがのって

いります。教育の支援なら第１０条、第１１条が生活の支援、１２条が保護者に対する

就労支援、経済的支援が１３条になっています。学校教育の場合は、ここの１０条とい

うことで、取り組んでいるのですけど、今おっしゃるように、横で取り組む必要がある

と思うのです。先程もいいましたけどマスコミでも言われています、では子どもの食料

はどこがするのやとのか、うちらはもう家庭訪問してそこで先生のＯＢの方に、進路ガ

イダンスお願いするとか、社協さんにお願いするとか、またそこも回答にあったと思う

んですが、地域未来図という市や県のほうのお金で生涯学習の方で、学習支援的なこと

ですあります。委員今おっしゃるように、じゃあそれをとりまとめて、市の中にどこが

窓口になって横串をさして連携するのかと、よく、行政は縦割りでちゃんと勉強してや

と言われるところやと思うんですけれども、残念ながら、今その子どもの貧困という部

分で、窓口なり予算なりそれぞれがやってますもんで、集まって一方向にするとかです

ね、今言った四つがですね、それぞれがどんな進捗状況なるかとか、窓口がないのやか

ら窓口になればいいやないかといわれるのですが、そこら辺、課題になっているところ



 22 

ではあります。申し訳ございません。 

（教育委員会事務局次長） 

  今、課長申し上げたとおりです。ただ個々のケースについてはですね、そのケース、

ケースによって対応していただいているという部分がございます。今もありますように、

地域の中に今年からですね、地域とともに学校の支援をしていただこうというような取

り組みも進めてまいってきております。中には民生委員さんも入っていただいたりとい

う形でですね、地域での繋がりを今広げていく中で、今おっしゃっていただくような課

題がですね、生活相談員さんなりですね、そういうところにも繋げていくような形をこ

れから図っていかんなんということは感じておりますけども、実際に、今、なかなか貧

困家庭の職業案内までというところまでは、繋がってはおりませんので、その課題等は

考えております。ちょっと補足です。 

（学校教育課長） 

その時いい忘れましたけども、総合計画の１２２ページあたりが、学校教育の５－３

－１になっていると思うのですけども、次長もいいましたけれども、スクールソーシャ

ルワーカーというのが、さっきいいましたような就労支援でしか見えないのですが、や

はり子どもに課題があった時に、そこの家庭訪問をしてですね、それからちょっといじ

められてたとします。それが本来わかっていなかったりとかします。そしたらそこに、

家庭訪問してですね、福祉につなげたりとか解決するという方を、非常勤で１日午前中

だけなんですけども、お２人の方に行っていただいて、生活支援のお金を出したりです

ね、貧困ということでお金がないから貧困だけではなくて、お金がないことにプラスし

まして、学ぶ意欲がないとかいろいろ貧困の背景になっている理由があります。県の子

どもの貧困の課題としまして、子どもが経済的困難や経済的困難に付随して発生するさ

まざまな課題、例えば、親が子どもが病気であるのに病院へ連れて行かないとか、また、

早くからその子に発達の課題があるのに気づかないとか、学習意欲がないとか、学力不

振になるとかまた問題行動や非行。また、親がなかなか地域とつながれていないので、

社会的な孤立であったりとか。また信用自体が子ども家庭の親ごさんも含めて低いので

す。そういった子どもの貧困というものがありますので、ソウシャルワーカーというも

のが、家庭にですね、今次長おっしゃいましたとおり、なかなか経済的や就労の支援と

いうのはなかなか難しいのですけども、そういった今いったようなことを捕らえて、そ

こを関係機関につなげて、学校に繋ないだりしながら、自分たちの貧困の背景をなんと

か改善しようと、ソーシャルワーカーの活動で、とりあえずその活動で学校も、脱出し

ていただければと、活動していただければという状況です。 

（副会長） 

ほかにどうですか 

（委 員） 

私も２２番で先程のことと同じようなことを。それぞれ施策でやっているにもかかわ

らずそれが、それが縦割りで別々にしていて、そこの連携がおこなわれていないという
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ふうな部分、なんかもったいないような気がするので、なんとかこうしくみとしてでき

ないか。一つ先進地の事例でいくと今、教育委員会関係とこどもの福祉の関係が合体し

て、子ども課みたいなところができているみたいなところが、その横断的にしていくし

くみみたいなところができてくるのかなと思いますので、特に今回の子ども食堂の問題

なんかというのは、食事を食べてない子ども達に、食事をあたえるという取り組みでは

じまったのですけど、逆にそうしてしまうと食事が取れない子どもにレッテルを貼るみ

たいな形になってしまってなかなか上手くいかないというふうなことで、それはもう、

そうじゃない子もひっくるめて、子ども食堂みたいなのを運営していくというのが福祉

サイドの方からそういうふうな動きになっているので、ここはそういう意味で教育委員

会とも連携した形でとりくまないと、単に福祉的な部分だけでは、すまない部分が出て

くるのかなと思うので、その辺、やはり中期的長期的にいかにそういう部分連携してい

くか、連携するのは、別にあまりお金がかかるというものではないので、その辺をなん

かしくみとしてできればいいかなというふうに思うのですけど、その辺、折角子ども未

来塾の取り組みも、私も市長の何かあれで聞いて、学習塾するのやなと思っていたんや

けども、また別に生活困窮者の方でも同じようなこと、社協の方でもやっていたりする

のでせっかくいいことをするのやったら、そこで連携してやれば一番いいのかなと思う

んで、その辺の仕組みをなんとか施策に反映できる方法はないのか、その辺は具体的な

方向はまだない？ 

（教育委員会事務局次長） 

  私の方から。今おっしゃっていただいていることは、そのとおりだと思います。今お

っしゃっていただいた子ども未来塾というのを、今モデル的にやっていただいているの

のですけども、この課題はですね子ども達が貧困という部分では、お金だけではなくて、

いわゆる子育てができない家庭ですとか、そういう連鎖がずうっと続いてきている、子

ども達にそういう習慣がなかったり例えば夜の食べる時間がぜんぜんなかったり、お金

があっても、なかなか子ども達へのそういう環境が整えられないというのが増えてきて

います。そんな中でこの子ども未来塾、地域未来塾もあとからはじめておりまして、実

際にやってみますと、課題になっているのは、それに対応してくれる人がなかなか見つ

かっていかないというのがあります。費用的な部分もあるんですけども、ボランティア

的に時間をあけていただけるひとがいないとか。今この取り組んでいるところについて

は、毎日ということではないですけども、子ども食堂的に子ども達に食事与えてもらう

リードしていただいたりとか、或いは地域が過疎化してきていたりして、お年よりだけ

の家庭が増えてきておりますので、地域の見守りのことも含めて宅配したりとか、そう

いうことも一緒にやろうとして考えてくれていますので、そのへんの広がりとともに、

うちらが繋がっていけるような、そういう取り組みに広げていきたいなと考えています。

ただ、社協さんにはそこらいまで話が持っていける状況ではありませんので、ご相談も

してないんですけども、今見えてきたという部分というのは、そういうところが見えて

きてますので、また今担当の方で現状を進める中でそういったことも、進めさせてもら
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わんなんのかなと思っています。 

（副会長） 

  先程から課長までで説明の中で、横串がまだこれから必要とされるだろうという説明

があって、次長の方から、アクションがあってこれからいろいろ具体的などういう形と

するかということですが、それではよろしいですか。 

（委 員） 

  私、２４、２５の方でちょっと書いているのですが、質問というか、そういうやり方

がわからなかったので、送ってきていただいてから、こんなんでもええのかということ

でうち合わせさせていただいているのですが、こっちの折込ということで２１ページの

ところに、伊賀市へ赴任する教職員を確保するということで、平成１０年に２億あまり

で、教職員用の住宅ですか建ててやっているけれどもということで、教育員住宅の数と

いうか専用の住宅というのはないんですか？これで見たら、教職員住宅の維持管理及び

建設割賦金の償還を行いましたということであるんで。そういうあれがあるんかなと思

ったもんで。 

（教育委員会事務局次長） 

  今はだいたい１０戸あります。教職員住宅のスペースで市が持っているのは１０個ご

ざいます。それはもうほぼほぼ１００％活用されております。これはですね、そこに入

ったらずうっとこの伊賀にいる間、使えるというものではなくて、赴任から３年を目途

ぐらいに新たに変わっていってもらうというものになっておりす。今もいいましたよう

に、今伊賀市では、若い先生方が他所から来てくれるのですが、入れ替わりがあります

のでなかなか来たとき、すぐに地域になじみにくいとか対応していくのに、苦労すると

か結構ありまして、教職員組合とか県の方と相談する中で、現在のところ建てた２０年

前にくらべますと、かなり住宅の数も増えてきておりますし、市としては、もうこれ以

上こんなに沢山作らなくても対応できるのではないかなということで、将来的には、こ

れの活用については少なくしていきたいなと考えております。先生が少ないから増やし

ていくのではなくて民間の力もかりて今後やっていかんなんかなと思っています。 

（委 員） 

  それで、了解。民間住宅というかね。今、例えば遊休農地にアパート建てたりしてや

っておりますが、それが合うのかどうかわかりませんが、もっと民間住宅の活用という

かね、していったらいいんじゃないのかなとも思うんです。ただこれ作った時にかなり

の金額で作って、２０年ぐらいやったら費用対効果とかそこらの経費したらどんなんに

なっているかとも思うのですが。そらはもう、今後のあれには車場の貸し出しとかもあ

るので。 

（教育委員会事務局次長） 

  今もいいましたように、非常に利用率が高いんですが１０戸ということですので、全

然供給に及んでいないのが現実です。ただ、今もいいましたように住宅自体が沢山増え

てきてますので、それを利用してもらえるように民間の力も貸していただきながら、こ
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れを維持しながらやっていきたいなと考えております。ただ将来的にですね、より増や

していくというよりも、民間の施設作っていただいてるのを活用させていただくほうが、

費用的にも安くあがっていくと思いますので、この２０年前に作った当時は、まだまだ

対応できるような住宅も整っていなかった分もあるという経過もあると思いますので、

そんな中では、今と状況もかわってきていますので今後は民間の力を十分お借りしてい

きたいなと思っております。 

（委 員） 

  あともう一つこの２５の方で、先程来も出ていましたけれども、伊賀市内での中学校

の不登校児童の人数がもしわかっておられるのなら教えていただきたい。それと含めて、

外国から来られている例えば、ブラジルとかペルーから来られて、不登校になっている

子どもたちとか。私一番思うのは外国から来て伊賀よかったとか、三重県がよかったに

なると、人気が上がっていくのではないのかそういうが大きいんじやないのかと思うの

ですので。いい思いでとか。 

（学校教育課長） 

  不登校の子どもさんですが、平成２８年度で３０日以上休んだ場合のみの報告ですが、

小学校で６８件、中学校で１０１件、合計で１６９件です。そして、対応策ですけども、

そうならないように、不登校にならないように子ども達の様子を日々観察をしているの

ですが、ひとつそのＱＵ調査といいまして、生徒指導のために出すのですが、楽しい学

校生活を送っているか調査があるのですが、その中で、自分が教室内に居場所があると

か、いごこちがいいとか悪いとかその子がそういう傾向があったら、不登校になりがち、

これから不登校になるのかと事前に把握しておくとかやっております。そんなこともや

っております。それでも不登校になった場合は、友生にあります伊賀市の教育研究セン

ター内にふれあい教室という処に行く、男性教員が２名、ソーシャルワーカー２名、配

置しております。また県からの職員も２名を配置しております。そこで回復に向けた支

援を行っております。ちなみに昨年ですけども３５名が通級しておりました。そのうち

中学校３年生が８名おりまして、その子たちは高等学校へ進学を果たしております。回

復率といいまして、そこへ来る前よりも日数が増えたとか、生活の質が改善されたとい

うのが回復率ですが、８０％、学校生活の元へ戻れたというのは復帰率といっています

が、５４％ということで継続して来る子もいます。あと外国籍のお子さんですが、伊賀

市では、外国籍という把握の調査の仕方はしてなくて、日本語指導が必要だという調査

しかしておりません。調査できません。そのお子さんが小学校で２３３人、中学校で６

４人、合計２９７人、比率にしますと４．５％が伊賀市で外国のお子さんの占める割合

です。この４．５％はかなり全国的にも高い割合です。そのかなで不登校になる子はと

いうご質問でしたけども、若干おりますが、ちょっと今日は数字をもってきませんでし

たので、高いこともないですし低いこともないですし。日本のお子さん並みですし、そ

れを理由にいじめられるとかないように気をつけています。特に多分化共生社会という

ことで住民生活の中で取り組んでおります。この町で定着して定住して、この町で生活
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して就職もして、そしてここで将来暮らしていきたい、居心地がいいということだと思

うんですが、その率は大変高いと思いますし、先々週も９月の末もその子たちのための

高等学校進学のガイダンスというのも開きまして、２００名ぐらいの保護者、それから

子ども達も参加し高等学校の先生達も来ていただいて、その子達の来年度の進路、それ

から先輩達がその子達にこんな勉強したらいいんだよということを後輩に教えるのです

よね。そんなことは、もう十何年と定着しておりますので。居心地のいいまちだづくり

だと思います。長くなりました。ありがとうございました。 

（委 員） 

  あと、先程ＡＬＴとかの話もありましたが、その子達は家に帰ると多分自国のことば

を使っていると思いますので、それを含めて交流もやったら外国語の交流もやったらよ

り有効にいけるのではないのかなとは思うのですが。 

（副会長） 

  これで学校教育の部分を終わります。 

 

 

（副会長） 

  それでは早速はじめさせていただきます。 

（財務部長） 

  平成 29年度行政経営報告書に基づき説明させていただきます。報告書の 106ページを

お開きください。分野７計画の推進、施策 No.２の１財政運営健全な財政運営です。誇

れる・選ばれるまちづくりの視点として 4 点挙げています。まず 1 点目は、簡素で効率

的な財政運営をめざします。2 点目は税の申告等が行いやすい環境を整えることをめざ

します。3 点目には税納付の口座振替の推進や納付場所や納付時間の拡大、通訳兼納税

相談員の雇用など納付環境の充実に努め、市民の税負担の公平性を高めます。4 点目で

は適正な債権管理を行い、健全な財政運営に寄与していきますとしています。目的達成

のための前年度の主な取り組みでは、まず、持続可能な行財政運営の推進として、平成

28年度では予算編成に際しては、実施予定事業を継続・再構築、新規・重点、単年度の

3つに区分し、歳入の一般財源の規模に見合った一般財源の配分を行っています。次に、

公有資産の有効活用では、平成 28 年度にはファシリティマネジメント推進会議を開催

し、伊賀市公共施設最適化計画に基づく公共施設の縮減・複合化に向け検討を行いまし

た。また、普通財産の売却処分貸付による有効活用の推進に努めました。3 項目の税収

の確保と各種債権の適切な管理では、平成 28年度は、実地調査により固定資産の課税客

体把握に特に注力しました。また、債権管理課を新たに設置し、伊賀市債権管理条例等

の例規と債権管理マニュアルを整備するとともに、債権回収事務の移管と債権放棄の審

査を開始しました。その他の増収策の推進では、平成 28年度では、広告付き案内板等や

ネーミングライツの公募はしていませんが、平成 29年度では、候補場所や施設等を選定

し公募する予定をしています。目標の達成状況と結果分析では、指標 1 の起債残高の減
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少額は、平成 28 年度実績値は平成 28 年度目標値を達成しましたが、合併特例債発行期

限の平成 31年度までは一般会計で一時的に増加することも想定されます。指標 2の滞納

繰越債権の減少額では、平成 28年度実績値は平成 27年度現状値から 12ポイント減とな

り、平成 28年度目標値を 4.8ポイント上回りました。その要因は、債権管理の推進を掲

げ、債権管理課の発足と債権管理条例等の施行など、全庁で意識向上につながる初年度

であったためと考えられます。今後も成果を挙げていくためには、更なる意識向上が課

題であると考えています。指標 3 の公共施設の縮減では、平成 28 年度実績値は平成 28

年度目標値を達成しています。まちづくりアンケートの結果、重要度・市民参加度は比

較的高く、市民満足度はかなり低い。税や公共施設などの市民生活に直結した課題をは

じめとして、持続可能な行財政運営の実現に向けた取組みが一層求められているものと

考えています。課題と今年度の取り組み案では、持続可能な行財政運営の推進で、普通

交付税の合併算定替えの特例期間が終了したことや生産年齢人口の減少などによる歳入

減、また、高齢化の進展に伴う社会保障関係費やインフラ資産を含めた施設の老朽化対

応などにかかる歳出の増が課題として想定されますので、施設や事業の整理統合による

行政運営の効率化に引き続き取り組むことや、実施していく事業には優先順位をつけ、

国・県などの補助事業については、それに伴う市負担額を当該年度はもちろんのこと中

期的に検討することが必要であると考えています。公有資産の有効活用では、公共施設

の縮減、複合化については残された施設の利活用に伴う改修・撤去費用が多額となると

財政的な負担が生じるといった課題が想定されます。現在、設置してありますファシリ

ティマネジメント推進会議を有効活用するとともに、施設ごとのプロジェクトチームを

設置し実行計画に基づいた適切な財産管理を行っていく必要があると考えています。税

収の確保と各種債権の適切な管理では、各債権所管課における債権管理への意識と事務

スキルの向上が課題であることから、債権管理課の職員が各債権管理課へ定期的に赴き、

各課実務の状況と改善点を把握し、実践的な研修や指導を行い債権管理事務の向上につ

なげていく、また、随時庁内に向けて、債権通信を発行し債権管理に対する認識の向上

に向けて啓発をしていく必要があると考えています。その他増収策の推進ではネーミン

グライツに関しては、過去に公募を行いましたが応募がなかったことから、平成 33年度

に開催される「三重とこわか国体」が開催されることを追い風として、来場者が多い施

設等を選定して積極的に民間企業等へ PRする必要があると考えています。今後も、各指

標等を注視し健全な財政運営に努めていきます。説明は以上ですけども、事前にいただ

きました事前質問の追加５ページの２６番、財政運営その他について市の新庁舎用地と

して３億を超える費用が使われているが、使用内訳を明確化をお願いしますということ

で、これにつきましては、庁舎施設用地として１１筆、３億１千６百７７万９千８百円

を支出しています。購入価格につきましては、不動産鑑定士に依頼して評価額を求めま

してそれを採用して購入をしているところです。次に２７番の財政運営その他、市営駐

車場８箇所、各所の費用対効果、今後の対応対策を知りたいということで、８箇所の駐

車場がございますけども、駐車場特別企業会計上では、２箇所、伊賀上野駅駐車場、新
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道駅２箇所は収支でマイナスの状況となっています。公共機関、公的の駐車場でありま

すので、公共性が非常に高いと考えておりますので、今後もより効率的な営業が行える

ような創意工夫をしていかなくてはなりませんというふうに考えています。以上、私か

らの説明とさせていただきます。 

（副会長） 

  それでは、皆様方からのご質問、いかがでしょうか。 

（委 員） 

  アクションのところで、公共機関の有効活用に対してプロジェクトチーム、このプロ

ジェクトチームの対策、立ち位置は例えば具体的に出てきているのか、増えてきている

のか実績とはどうなのか。 

（管財課長） 

  ２８年度から３つのプロジェクトチームを作ってございます。一つが伊賀支所の複合

化というプロジェクトチーム、もう一つが青山支所の同じく複合化のプロジェクトチー

ム、もう一つ最後３つ目が、上野ふれあいプラザのそれは複合化ではなく検討のプロジ

ェクトチ－ムというような形で３つ作ってございまして、それぞれ昨年度から会議室、

ちょっと忘れてしまったのですけれども、本年度だけでも、一番目が３つ、４つ、２個

目が２回ふれあいプラザにつきましても３回して行っているところです。 

（委 員） 

  その３つですね、今ききましたけども以前からあったのか、それとも本年度。 

（管財課長） 

  ２８年度の途中から設置でございます。 

（委 員） 

  まだ、そうすると実質的には、プロジェクトチームで表には出てこない段階。 

（管財課長） 

  そうですね、要は、個別の検討やっている訳ですけれども、そこで検討した結果を、

大会議、ＦＭ会議の方に付議して方向性を共有していくと。それについては、総合政策

会議の方に決定を付議して市の方針を決めるいというような形になっております。 

（委 員） 

  そのＦＭ会議とは。 

（管財課長） 

  ファシリティーマネジメント会議です。 

（委 員） 

  私、先程見た２６番の新庁舎の駅で去年の７月やったかな。農業委員会にかかりまし

てね、理論値の認可で、その時点でそんなにあんまり思わなかったんですが、これで見

てみたらもちろん評価で出ているとは思うんですけど、この辺でゆうたら農地でしたら

ね、だいたいなんぼ高くても２００万円ですねん。千平米にしてね。それが、いくらあ

れやいうたて１０倍からの賃借になっていますからね。これ、あまりにもかけはなれて
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いるのと違うかな。感覚的なもんですよ。一般的なあれでしたらね。千平米だいたいこ

の辺の土地、いいところの土地、上野の近くでいいところの土地やったら２００万円で

すわ。新道とか柘植の方へ行ってしまったら、１０万、２０万か１０万ぐらいになって

しまうのですが。千平米ですよ。これはもう土地のことやから勿論しやないし。評価は

公正な評価されていると思いますよ。感覚的にちょっとね。そういうぐあいにおもった

のであげさせていただいたのです。 

（管財課長） 

  先程も部長の方から説明あったのですけれども、当然ですね、評価額、鑑定額という

のを取らせていただいて、本来的には１社でもええんやろうけども、今回、市の事業や

ということと、そういったご意見も頂戴するということを含めまして２社から評価をい

ただきまして安い方で、契約をさせていただいたという経緯もございます。恐らくです

ね、市が当該地に庁舎整備をしていくという中で、要は整備、宅地に要はなっていく土

地やというような形で鑑定されたんで、そういった市況価格田んぼの価格より高いんか

なというところがあるのかもしれないです。 

（副会長） 

  今、話題ですが評価が違う評価になっておりますので。申し訳ないです。 

（委 員） 

  それは結構なんですけど。感覚的にあの時点ではね。 

（財務部長） 

  事業計画が公になってですね、庁舎の位置も四十九に移転するということになった時

点で、世間的にはもう宅地評価というようなことになってしまっているというのが実情

かな。私どもの方としては、不動産鑑定士さんには現状で評価をお願いしますというこ

とでお願いしているのですけども、鑑定士さんも、その評価鑑定する目的はなにやとい

われたら、庁舎建設用地予定地ですわということになるとですね、自然とそういう評価

をされるのかな。私たちは宅地で評価してくれと言っているのではないのですが、不動

産鑑定士さんの判断としてそういう評価がなされてきた。２社出しましたけども、２社

ともほぼ同じような金額で来て安い方の金額を採用させていただいているということで

す。 

（副会長） 

  松山委員そちらの方はまた別のページで。本来の我々の評価に戻ります。 

（委 員） 

  ３つ目の問題で、税収の確保と特殊債権の適切な管理ということで、これ読ませてい

ただいて税金を納めるのは、国民の義務やとそんなことを勉強して大きなってきたんで

すけども、これ読ませていただいて滞納者がとっても多いということにびっくりいたし

ました。滞納者が多いと予算も立てられないし、いろんな市の行事もできないと思いま

すので、いろいろ滞納者の何ていうのですか、集金というのですか、それをしていただ

くのに、市の方は大変努力されていると思うんですが、それの収納率はどれくらいで、
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どのように努力して苦労をされているのか、ちょっとお聞きしたいなと思うのですが。 

（収税課長） 

  税の収納率ですけども。 

（委 員） 

  １００％ではないですね？ 

（収税課長） 

  ではございません。 

（委 員） 

  いろんなこと言ってもらわんでも、だいたいで。 

（収税課長） 

  ２８年度の市税の収納率で９４．３２％です。 

（財務部長） 

  それは、滞納と現年とを合わせてですね。現年分だけでいくと９８．いくらぐらいで

すか。 

（収税課長） 

  現年分との兼ね合いで、現年分といいまして、その年の課税に対しての収納率という

のは、９８．１６％でして、滞納繰越といいまして以前から過ぎてしまった分の収納率

をいいます。 

（副会長） 

  委員からのご質問で滞納率を答えていただきましたが、それに対するアクションとい

いますか討論も含めて。 

（収税課長） 

  今、納税環境の整備としまして、口座振替の推進ですとかコンビニ収納とか、収めて

いただきたい環境を作っているのですが、どうしても収められない状況がございますの

で、その場合いは督促状とか送らせていただいているのですが、それでも収めていただ

けない場合は、催告書を送らせていただきそれでも収めていただけない場合は、分納と

か、窓口の方へ来ていただいて納税相談とかさせていただきますけども、それでもちょ

っとこう難しい場合は、話し合いといいますか私どもが直接話しを聞かせていただいて

おります。 

（副会長） 

  ご遠慮なくどうぞ。 

（財務部長） 

  徴収率が、上がってきているんですね。 

（収税課長） 

  収納率については、年々向上しておりますので２６年度につきましては、９２．９２％、

２７年度は、９３．５６％、それから２８年度は、先程申し上げました９４．３２％で、

年々向上しております。 
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（副会長） 

  何かご質問ありますか。いろいろ委員さんの方から質問が出ておりますが。どうです 

 か。 

（委 員） 

 ２３番で質問させてもらってあるんですが、最適化計画にもとづいて進められている

中で、そこで結果的にうまくいかなかった時もあるかと思います。その時に、ここにも

書いてありますように、ＡＢＣで評価をやる中で進捗を管理されているというようなこ

とで、私もこれできるだけ見やしてもらったんですが、その中で見通しが立っていない

となった時に、何らかの調整が必要となってくるし全体の計画自体もくるってくる場合

がありますよね、何かの計画のひとつがうまくいかなったら、それに付随して他の計画

も変わってくるというような部分。先程の話では、プロジェクト会議の方で、その辺の

ところは調整をして行っているとうふうなご回答だったと思うんですが、そこの部分が、

そこで検討した内容が、ファシリティマネジメントの推進会議の方へかけられて、それ

を具体的にどういう訂正していくのか、回答の方では、５年ごとに見直しとかなってい

るので５年経たな方向性の見直しはしないのか、それまでにこう修正が必要になった時

に何か修正をしていかないと、全体の計画がかわって来る可能性も出てくるかと思うん

ですけど、その辺どういうふうな方向で対処をしていくというのが、ちょっと今のこの

解答では、なんか具体的にどうなるのかがイメージ的にわかりにくいんですが。 

（管財課長） 

 計画作ってありまして、これとは別に個別のアクションプランというものを作ってお

ります。一期５ヵ年でどの施設をこの年度どういうふうにするかという、個別の計画も

ありまして、委員さん言われたようにできてないやつもあるんですけども、大きな目標

として、平成３２年やったか大きな目標として計画自体なんですけども、２０３０年ま

でに全体を３４％縮減、２０４５年までに４０％縮減して、施設も減らすし必要な経費

も減らしていくというような考えで計画を作ってますから、都度予定どおりできひんだ

というのは、その分の面積額とか面積が思ったように消化できひん場合は、コスト的を

どういうふうに縮減するかということを考えて取り組んでおります。遅れているやつも

当然あるんですけども、当然、前倒し的に進んでやってるやつもあります。もう皆さん

ご存知やと思いますけれども、民俗資料館なんかも、予定よりも１年早く貸し付けなん

かの形にいってますもんで、そういったことを大きな先程のＦＭ会議で共有しながらで

きひんかった理由は、できひんかった理由でそこで明らかし、じゃ、そこの検討委員会

のメンバーの知恵なんかも借りてですね、じゃ、できひんかったら、このまま行くんか

というのではなくて、方向転換もしつつ意見なんかも加味しつつ、できひんかったら、

そのままにするのではなくて、当初の計画に基づいた近い形で取り組んでいこうという

ような形でやっております。 

（委 員） 

 今、学校が一杯なくなってきて、跡地というか校舎が一杯残ってるんですね。もった
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いない。 

（管財課長） 

 そうですね。教育委員会さんの方で、また、あれは正式には忘れましたけれども、学

校の利活用の計画とかそういったものも作ってですね、また、これとはちょっと別なん

ですけども進めていくような形です。 

（委 員） 

  また、ちがうんですね。 

（財務部長） 

 これは、全体の計画案ですね。学校施設という個別は、また、学校施設の利活用の計

画ということで教育委員会で今作ってくれていまして、どういう手順で進めていくか決

めてくれてます。そんな中で、まずは地域に聞くとか行政の中で使えないかどうか、検

討して、他に使い道がなければ地域の活用とか、そういう段階を決めていって計画を作

っているところです。 

（副会長） 

  この場では、あんまり積極的な議論もやっていませんので、また別の機会で。非常に

財政というのは、我々には、一番大事な部分で今日４つあるんですけどもが。いろいろ

と質問も多岐に渡ってあると思うのですが、他、よろしいですか。はい、どうぞ。 

（委 員） 

  一つだけ質問させてください。本当に財政ってすごく大切な財政運営って大切な部分

だと思うのですけど、今の活動を含め今後の取り組みも含め、この伊賀市にとって財政

って収入を増やす部分と、支出を押さえる部分と二つの両面があると思うんですけど、

大きく今後の取り組みも含め、収入を増やすのはこの部分支出をおさえる部分で取り組

んでいく方向であるというのはありますか。ふたつ。ひとつずつ上げるとすれば、この

部分を大きく捉えていくという。 

（財務部長） 

  歳入の部分についてはですね、伊賀市の独自財源は税収しかないわけですから、ここ

でも書かせてもらっていますように、きちんと課税客体を把握してですね、公平な税を

納めていただいて税収を上げていく。まず１点ですね。歳出の方はですね、これから合

併して１３年が経ちましたね。合併１０年間は合併特例というのがあって特典があった

わけですね。交付税でも従来の６市町村の交付税をそのまま算定してもらえたけども、

こんどから伊賀市一本になると、当然、首長も一人しかいませんし、財政需要が下がる

でしょうということで交付税が下がります。当然、その一期に下がるわけではなくて、

５年かけて段階的に下がっていくんですけども、今、もうその下がっていく３年目に入

ってきてですね、交付税の方ももうだいぶ減ってきております。当然持続可能な行政を

続けようと思ったら、そういった歳入に見合った歳出にするという体質をしていかなん

のですね。ですから、減った分は歳出でも減らしていく。今その段階に来ているわけで

すけども、なかなか財政当局はそういったもうこれから少子高齢化とか、段階の世代が
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全員卒業して税収減ってきたとか、いろんな歳入の減りの部分を見通しているわけです

けども、歳出使う側は、なかなか合併特例の意識がまだまだのこっていて、そのギャッ

プがなかなかうずまらないというのが現状で、その差をどうしてうずめていくか、これ

から先これだけの歳入しかないんで、歳出はこれに見合ったものにしてくださいと一生

懸命広報をしているわけですけども、それは、市民の方もそうですし行政の職員もなか

なか、歳入が減っていくということに、まだ頭が切り替えていけないので、それをそう

した歳出の削減をするように取り組んでいる最中。それはどこを減らすということでは

なくて全体に減らしてしていく、考え方を改めるというところから始めてもらわないと

なかなか今までと同じような歳出には、できないよということで一生懸命しているとこ

ろです。 

（副会長） 

  時間は押しぎみなので、これで財政の質問を終わらせていただきます。ありがとうご

ざいました。 

 

 

（副会長） 

それでは、１－２－１福祉総合です。 

コメントをお願いします。 

（委 員） 

  質問もさせてもらったのですが、市の方としては、対策は一応取っているという回答

だったのですが、私が気になるのは、個人情報の共有に関して条例もあるようですが、

もう少し現実にあった条例に改正をするような方向を検討していただきたいというよう

な課題を言わせてもらって、中味について間違がっていないので評価はできるかなと思

います。従いまして概ね適正な評価としたいと思います。 

（委 員） 

  私もどういうやり方がいいのかわからないのですね。今、申されたとおり福祉とか、

伊賀市の個人情報保護条例でかなり縛られている気がしますね。いろんな会議へとかそ

んなん行っても何もわからない、もう少し緩やかな扱いがあってもいいのではないかと

いう気がします。今言うてる福祉とか、この後出てくる教育と出てくる場合もあろうか

と思うのですが、私も概ね適正な評価だと思います。 

（委 員） 

  とても、しっかりよくがんばってくれてましたので、適切な評価でいいと思います。 

（委 員） 

  今のお話を聞く限り市町村の相談体制と地域のネットワーク造り、それを充実させて

いこうとする、取り組みは評価されると思いますので、適切な評価だと思います。 

（委 員） 

  私は、地域の福祉コーデイネーターが、地域福祉ネットワークが、という形でのかな
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りチャンネルを広げての活動もされていると思います。まだ、なかなか参画度も低い状

況にある中で、評価としては、おおむね適切な評価ということでさせていただきました。 

（副会長） 

  私は結論としては、概ね適切な評価ということで。どういうふうに感じたかと言いま

すと、地域包括支援センターが１箇所から３箇所に拡大されて、これ期待するところな

のですが、やはり何でこうなるのという、まだちょっと言葉にできないところなのです

が。適切な評価の下の概ね適切な評価にいたしました。 

  それでは今、皆さんの意見を聞いてまいりました。適切な評価が２人、概ね適切な評

価が、４人ということで。それでは、１－２－１概ね適切な評価ということで。では、

続きまして３－５－１でございます。 

（委 員） 

  有効求人倍率が１を超えているということで、取り巻く状況は良い方向になっている

かというふうな現状だと思うのですが、それから必要な職場に必要な人材が適正に配置

されているかというと、有効求人倍率が多ければ多いほど、高ければ高いほど、より適

切に仕事をしてもらう、という、低ければそんなんゆうてられへん訳ですけど、１を超

えているということやと、高齢者には、高齢者の適切な職場があるはずですし、障がい

者は、障がい者の職場があるわけですんで、逆に、そういうときだからこそ、それぞれ

分野別の就労支援策を充実させていかないと、適切な、そんなんこと言うていくことも

なかったのですが、今はよくなっているわけですから、雇用に対する支援というのは、

必要になってくるのかなということで、障害者に対する部分も予算化されていない、女

性の部分もないということでしたので、同じお金を使うのでも、適切につかえるように。

或いは市の施策だけでなく、国や県やというふうなところの施策も取り入れた形で、全

体でどうしていくのかな、という部分も必要かなと思いましたので、見直し、やや見直

しが必要という形で検討をしていただきたいと思います。 

（委 員） 

  私は、先程雇用のところで質問をしなかったのですが、企業の誘致とかそういうのは

なかったなあと思うのですが、内容的にはここにある事業所だけということなんですか。

今、現在伊賀市にあるやつだけの雇用だけですか。 

（総務部次長） 

  企業立地はまた別の項目ということで。今は就業と雇用の話ですので。 

（委 員） 

  それなりに頑張っていただいているというか、そういう感覚的には思うのですが、こ

れは、自分で判断できないのですが、頑張いただいているというあれでは、概ね適切な

評価というところに入ろうかと思うのですが。 

（副会長） 

  概ね適切な評価ということで。 

（委 員） 
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  企業の誘致ということをゆうてくれました。それと関連していると思うのですが、Ｕ

ターンする人が少ない。求職者に対する地元の就職先が満足ではない、そこのところに

力をもうちょっと入れていただいて、地域の活性化に繋がっていくようになっていった

らいいなと思うのです。一生懸命頑張ってくれているなということは判りましたので、

これは概ね適切な評価ということで。 

（委 員） 

  取り組みの中で、就職サイトのこととか家庭へのＰＲとか、その辺の取り組みは、と

ても評価ができると思いました。ただ、正社員に限っての有効求人倍率がまだまだ低く、

その中でまだまだ何かできることがあるのかなというふうに思いますので、私は、やや

見直しが必要なのかなと思いました。 

（委 員） 

  私の方は、マッチングというような形で企業と就職者のマッチングするという意味で、

合同就職セミナーを開催していただいて、その出席者数が増えてきている、活動によっ

て増えて来ているというのはすごく評価ができると思います。ただ先程おっしゃってい

ただいたように、地元企業の雇用という形で、伊賀の企業のＰＲとか伊賀の企業自身を

活気さす、そういう意味で地元企業を活性化させるということで、ちょっとたりないの

かなと感じましたので、やや見直しが必要であるという形で判断しました。 

（副会長） 

  私の結論は、概ね適切な評価ということでしました。この雇用就業に対して、従来よ

りも今まで扱っていない分野での活動も見受けられまして、これ私は一番福祉よりもこ

ちらの方が、かんでることが多いかもしてませんが、そういう部分にも気が付いてまし

て、なぜまた、適切な評価とはしなかったかというと、正規な社員を取る動きに対して、

まだまだ足りないかなということで、２番目のやや適切な評価とさせていただきました。 

  ということで、これ完全に分かれましたので。 

（事務局） 

  もう一度、皆さんの意見を聞いてもらって、変わっている場合もあると思いますので。

多数決とか取り直していただいて。 

（副会長） 

  まあ、今の段階では３対３なわけですよね。どうですか皆さん、それぞれ意見でまし

た。それに対して考えが変わったとかございますか。 

 

  これは、４段階に分かれてますが、意見もつける訳ですよね。 

（事務局） 

  そうです。文章的に概ね適切と、やや見直しやと書く内容が、変わってくると思いま

すので。どちらかに統一していただけたらな、評価を何一つに決めてもらって見直し

をいただいて、やや見直しが必要やと、するとここは直してほしいという文章を書く

ことになりますし、概ね適切とすると、ちゃんとできていますね、ということで終わ
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ると思いますので。 

（副会長） 

  そうすると、やや見直しが必要やという意見、３人さん、もう一度コメントをお願い 

します。繰り返しになるかもわかりませんが。 

（委 員） 

  伊賀における現状がね、２６年からか、前の時にナンパーセントとか言ってた状況 

であれば、なんぼがんばってもできひんので、就労支援と言っても、雇用が無かったら、

できひんのですけど、今はようやく上向いている状況だからこそ、さらにそれに対いし

て力を入れていただいて、最終的には雇用がなされれば、税収増につながるわけですの

で、力を入れていかないと今までの状況だと、人口減少になっていって税収が落ち込む

可能性があるので、若者が働いてないので税収につながらないので、国は、働いてもら

わないと税収につながらないので、伊賀市もご多分にもれず、これといった税収増にな

らないと思うので、人口減少にそこに力を入れることで、税収を高めていこうとしてい

るので、成果が税収になって帰ってくるので、莫大なお金をかける必要はないので、そ

ういう意味では、就労支援をしっかりして税収増につなげていこうとする方が、ゆくゆ

くはいいんじゃないかと思います。 

（委 員） 

  アクションが確かに起こしてくれておりますので、チェックした時に、ちょっとだけ

もうちょっとなっていったらいいなと思うのであって、アクションは起こしていくこと

に対してはいいので変えます。簡単に変えてしまってご免なさい。適切な評価に。 

（副会長） 

  概ね適切な評価。 

（委 員） 

  上へあがんねん。あがったらあかんのですか。 

（総務部次長） 

  ＵターンとかＩターンとか、地元へ帰ってきてくれた時に、こっちは、きちんと、新

成人がつどう時とか、今後の取り組みをやりますよということを、きちんと書いてあっ

たらマルやということですね。そういうことですね。 

（副会長） 

  数字が変わりましたが、最後まで。 

（委 員） 

  合同就職セミナーには、出席社数も増えてきているので、アクションの結果には出て

きているのかな。ただ、出席社数は増えてきているが、もう一歩ふみ込んでもらって、

その中の就職率を、正規の雇用率を上げてもらったらと思うのですが、きっちりと行動

していただいていますので、おおむね適切な評価ということで。結構でございます。 

（副会長） 

  そうしましたら、やや見直しが必要という評価もありましたが、概ね適正な評価が多 
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くなりましたので、Ｂグループとしては、概ね適切な評価ということで。ただその中で

委員さんが懸念されていたご意見、それぞれのところで、出てくると思いますので文章

の中で必ず反映させていただきたいと思います。 

  それでは、５－３－１学校教育。 

（委 員） 

  いろいろ聞かせていただいて、中味については、網羅なく進めていらっしゃると思う

のですが、市としても、こどもに対する施策、教育委員会だけでなく福祉的な部分、児

童福祉の分野、おとなへの労働支援も勉強していかなあかんよねというふうな話は、わ

かっていらっしゃるのかなと思うんですが、やっぱりまだ具体的なところでの部分での

連携というか、質問の中からは、具体的には出てこなかったので、その部分を目標達成

のＤｏのところの資料によると、教育委員会関係の予算としては、かなり沢山あるので、

そういう意味ではそこを有効に使うためにも福祉分野、労働分野との連携というふうな

のを有効にしていただくというような形で、今の施策を見直せという意味ではないので

すけど、今の施策をより有効にするために、福祉的な分野労働的な分野の事業との連携

を検討していただきたいという意味での見直しをしていただければという意味で、やや

見直しが必要ということで。 

（副会長） 

連携の部分、わかってくれているのだけども。 

（委 員） 

私は、内容は皆さん説明いろいろお聞きしまして、減らすところは、ＡＬＴです

か、４位から３位にされたということ、その代わりに他のところで、確保している

ということ、それから、ほかのことも含めて適切な評価になるんではないかと思っ

ています。 

（副会長） 

おおむね。はい。 

（委 員） 

教育というのは、すぐに結果が出ないのでなかなか難しいけども、アクションを

起こしているということでいいと思います。適切な評価だと思います。 

（副会長） 

  適切な評価。 

（委 員） 

私もお話を聞かせていただく中で、いろんな取り組みをされていて、よく頑張っ

てくれているなあと思いました。横の連携についてですけれど、これはその学校教

育という観点から見たらまた別の話になるのかなあと思いますので、適切な評価だ

と思います。 

（副会長） 

適切な評価。はい。 
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（委 員） 

私の方も先程もおっしゃってくれたように、学校教育というのは終わりがない 

と思いますし、結果もなかなか一部で現れても、一部ではなかなかどれがいいのか、

どれが悪いのか、結局終わりがないのかという形で思います。質問もさせてもらい

ましたが、伊賀市全体として横のつながりがという形で、お話をさせてもらいまし

たがそれも認識していただいておりました。教育課さんとしては、十分活動されて

いただいていますので、概ね適切な評価でいいのかなと思います。 

（副会長） 

私も説明聞かせていただいて、横串をどうするかというのは、彼ら、把握されて

いるのかな。今まで教育の中で、ある程度私らでは、未来を育てるところですから、

聖域を持ったところですけど、彼らだけではなくて他の産業とかと接待これは連携

していかなあかんなと、ものすごく感じました。ただアクションとかはいいなと思

いましたので概ね適切な評価とさせていただきます。 

今、皆さんのご意見をいただきまして、概ね適切な評価が決まりなのですが、こ

こでは、他との連携を一番文書に反映していただきたいと思います。よろしいです

か。 

それでは、７の財政。 

（委 員） 

公共施設の最適化計画が、５年で見直しということですが、中間見直しでもして

いかないと、５年で見直す時に計画の中で何年に分けてとなっていたら、対応がで

きないので、今後の取り組みとして、今は個々のプロジェクトを作って対応をして

いただいているということですが、できれば全体も見直しも必要ではないか、そう

いう意見を出せていただいて、全体としては概ね適切ということで。 

（委 員） 

私は、税収ですか、滞納とかに一生懸命取り組んでいただいているということで。

私、聞き忘れていたのですが、市営住宅の中で不払いがあるとか聞いたので、市営

住宅に入っておられる方で、払っておられない方にも取り組んでいただいていると

思いましたが。それから新庁舎の土地で、もちろん評価額で購入されているのでし

かたがないのですが、かけ離れた金額で購入されている、耕地整理で、もともとそ

こに土地を持っていないのに、情報知っていたからそこに土地を引っ張ってくると

か、新名神できた時にそこへ土地引っ張ってきた国会議員とかの話をききました。

プロセス的には問題ないけど、心情的には、概ね見直しが必要。 

（委 員） 

  財政は難しいなと思いました。赤か黒ですから。教育は間に黄色とか、白とか出

てくるから。滞納額がとっても多いなと思いましたが、９８％も税収があるという

ことで滞納率が非常に低いというか、ほんまに滞納してないということで、財政の

努力があるとちがうのかなということで、適切な評価ということで。 
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（委 員） 

  今現在の財政運営が厳しいということで、今後少子高齢化で歳入減で、さらに今

後厳しい財政になるという見通しの中で、健全な財政運営をしているということで、

概ね適切な評価とさせていただきました。 

（委 員） 

  私も、歳入の方で税収を増やすということで、毎週木曜日、夜間延長をしたりと

か広報で口座振り替えの収集をしたりとか、差し押さえをしたりとか、私自信思っ

ていた税収の収納率、こんなに高いとは実際思いませんでした。それはすごく努力

をしていただいているのだなあということは感じました。ただ、歳出の方で、どう

したら減らしていけるのかという意識改革への取り組みが弱いのはないかといこと

を感じましたので、やや見直しが必要という形でさせていただきました。 

（副会長） 

  私は適切な評価を選びました。実際に先程委員さんから感想がありましたように、

収納率が思っていたより高かかったなあということで。これ何と比べたかというと

消費税の収納率です。各事業体が２０％ぐらいの滞納があるということで。これ収

めてあたり前のことなのですが、ここも特にあたり前のことをやっていかなくては

あかんところですので。実際に迷いました。いろんな縮減をしていかなあかん。我

われの経済的な方からは、まちづくりからしたら困ることもあるのですが、締める

ものは締めないとあかんと思いましで、適切な評価としました。あとプロジェクト

チームには期待いたします。以上です。そうしますと、適切な評価は２、概ね適切

な評価が３、やや見直しが必要１ということで、ここで概ね適切な評価ということ

で、議事を置かしていただいて、やや見直しが必要の見直しの部分もちゃんと書い

ていただいてということで。よろしいでしょうか。 

  それでは、ちょっと結果。 

（事務局） 

  はい全部概ねでした。 

（副会長） 

  全部概ねなんですが、本当いうたら、概ね適切な評価ダッシュか下か。 

今日はこの辺で終わらせていただきます。皆さんお疲れさまでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


